
⾦額はすべて税込表⽰です

ワンオーダー制
おひとり様、⼀品以上ご注⽂をお願い致します。

「急須で淹れるお茶のおいしさを伝えたい。」
そんな想いから、この「san grams」は⽣まれました。

丁寧に淹れる⼀杯をぜひ、お楽しみください。



美緑園 深蒸し茶（つゆひかり）
⽣産家   ⼟井 宏通（静岡/菊川）
やわらかな若葉の⾹りと、翡翠⾊の⽔⾊、
旨みの余韻がいつまでも続く。

お茶（どちらかお選び頂けます。）

⼋⽊ 深蒸し茶（やぶきた）
⽣産家   ⼋⽊ 克典（静岡/菊川）
これぞ菊川の深蒸し茶。どっぷりと蒸す為、
とろけるような⽢さとコクがある。

お茶と季節の和菓⼦
暑い夏にぴったりのひんやり涼しげな⽔饅頭。
菊川茶と焙じ茶２種類をお楽しみいただける
セットメニューです。

1100円



スイーツセット
お好きなお茶とスイーツを
 ⼀緒にご注⽂で        致します。200円割引
※お茶単品をご注⽂の際に付くお茶請けはなくなります。

深蒸し茶
浅蒸し茶

等
緑茶 各種

 ロールケーキ 
 ガトーショコラ 

練り切り
KYU Sweets

紅茶 各種

ソフトドリンク 各種
※こちらはセット100円割引

ドリンク

デザート

メニューからお好きな物をお選び下さい



菊翠

栄養分と旨み成分を多く含んだ、クオリティの⾼い深蒸し茶。
⽣産家 菊翠茶農業協同組合（静岡 / 菊川）

715円

ヤマニ

花のような優しい⾹りと、対照的な⼒強いコク、⽢みが特徴。
⽣産家 ヤマニ製茶（静岡 /掛川）

715円

丸孝園

爽やかな⾹り、まろやかな旨みが特徴。
⽣産家 松永孝良（静岡 /掛川）

715円

菊川ブレンド

まろやかで⽢い⾹りたっぷりの、菊川らしいブレンド茶です。
ブレンダー 佐野晋介（静岡）

715円

たっぷり蒸した、まろやかで渋みのない味わい。

深蒸し茶

摘みたての茶葉を短時間蒸した、すっきりとした味わい。

浅蒸し茶

杉村

ほんのり⽢く、すっきりとした味わい。
⽣産家 杉村⾦光（静岡 /藤枝）

715円

濃緑（こいみどり）

とろりと濃厚で、プレミアムな深蒸し茶。
ブレンダー 佐野晋介（静岡）

715円

○シングル○

○ブレンド○

⽇本のお茶
（お茶請け付き）

（ホット・アイス）

⼆煎⽬も美味しく頂けます。

⼋⽊

これぞ菊川の深蒸し茶。どっぷりと蒸す事で⽣まれる⽢さとコク。
⽣産家 ⼋⽊克典（静岡 /菊川）

715円

美緑園（つゆひかり）

やわらかな若葉の⾹りと、翡翠⾊の⽔⾊。旨味の余韻。
⽣産家 ⼟井宏通（静岡 /菊川）

715円

TAKE
　　OUT

TAKE
　　OUT



⽚⼭

ミネラル⼟壌で育った、旨み成分の⾼い贅沢なお茶。
⽣産家 ⽚⼭裕司（静岡 / 菊川）

715円

芽や葉の先端部分だけを集めたお茶。濃厚な味わい。

芽茶

⾼温で焙煎した⾹ばしい⾹りが特徴的。
カフェインが少ない。

焙じ茶

⽚⼭

独特な⾹ばしさがあり、渋みがなくさっぱりした味わい。
⽣産家 ⽚⼭裕司（静岡 / 菊川）

715円

茎の部分を集めたお茶。⽢み・⾹り成分は葉より豊富。

茎茶

菊翠

栄養豊富な新芽の茎だけを使⽤した、爽やかな⽢さのお茶。
⽣産家 菊翠茶農業協同組合（静岡 /菊川）

715円

san grams ブレンド
ふくよかな⾹りと鮮やかな緑⾊、
濃厚な旨みと後⼝に残る⽢みが特徴の抹茶。

（愛知 /⻄尾） 715円

（ホット・アイス）

⽟露と同様に育てた茶葉を揉まずに乾燥させ、
葉を⽯⾅で丁寧に挽いた、粉状のお茶。

抹茶 （ホットのみ）

摘み採り前に樹に覆いをかぶせ、⽟露に似た⾵味を持つ。

かぶせ茶

ピュアグリーン

まろやかな味わいと、息をのむほど鮮やかな緑⾊のお茶。
⽣産家 農事組合法⼈ピュアグリーン（静岡 /富⼠）

715円

TAKE
　　OUT

TAKE
　　OUT

TAKE
　　OUT

TAKE
　　OUT



⽟露名⼈が作り出す、じっくりと楽しめる最⾼級の味わい。

前島東平
⽣産家 前島東平（静岡 / 岡部）

990円

徳川家康の献上茶にもなった地域で採れた、花の⾹りの⽟露。

蛇塚中村
⽣産家 中村久宏（静岡 / 蛇塚）

880円

摘みたての葉を釜で炒ることによって⽣まれる華やかで⽢い釜⾹は余
韻が⻑く、⽔⾊は明るく澄んだ⻩⾦⾊をしています。
ほのかに渋みがあり、すっきりとした味わいです。

興梠（こおろぎ）
⽣産家 興梠洋⼀（宮崎 / 五ヶ瀬）

摘みたての葉を釜で炒ることによって⽣まれる、
華やかな釜⾹（かまか）が特徴のお茶。

釜炒り茶

825円

（ホットのみ）

旨みと⽢みを閉じこめた、とろりとした飲み⼝。
旨みたっぷりの茶葉は最後にお召し上がり頂けます。

⽟露 （ホットのみ）

浜茄⼦の花びらと実、⽢茶をブレンドしたべにふうき紅茶。
浜茄⼦は微⽣物の⼒を借りた⾃然農法で、農薬や肥料を使わずに
栽培されたものをブレンドしています。
⽢茶の⾃然な⽢さが、べにふうき紅茶特有の味わいを引き⽴てます。

ブレンド 浜茄⼦紅茶
ブレンダー 漆畑 進（静岡）

べにふうき紅茶の豊かな⾹りと、浜茄⼦の華やかな⾹りが
調和した、印象的な⾹り。

和紅茶（べにふうき） （ホットのみ）

825円



べにふうき

砂糖なしでも美味しく飲める、和紅茶。
⽣産家 井村徹（静岡 / 島⽥） 715円

ダージリン 秋摘み

美しい琥珀⾊の⽔⾊と、深いコクのある紅茶。
⽣産家 Ravinder Singh（インド / ⻄ベンガル州）

715円

茶葉を完全に発酵させ、乾燥させたお茶。

紅茶

世界のお茶
（お茶請け付き）

（ホット・アイス）

藤かおり

ジャスミンを思わせる華やかな⾹りの、和紅茶。
⽣産家 ⼤井川農協（静岡 / 藤枝） 715円

キャラメル

ほろ苦い焦がしキャラメルの濃厚な⽢い⾹りの紅茶。
ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）

715円

フレーバーティー
紅茶の茶葉と花などをブレンドした、⾹りを楽しむお茶。

715円ブラックフュージョン

栗や芋を思わせるしっとりとした⽢い⾹りのまろやかな紅茶。
フレーバーティー（ドイツ / バイエルン州）

TAKE
　　OUT



ベリー

ベリーの⽢い⾹りと、ハイビスカスの酸味が特徴のフルーツティー。
ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）

715円

パイナップル

パイナップルの華やかな⾹りと、ビターな味わいのフルーツティー。

ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）
715円

フルーツティー
フルーツの⾹りが華やかな、ノンカフェインティー。

715円オレンジ

ブラッドオレンジの芳醇な⾹りの、飲みやすいフルーツティー。
ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）

オーガニックティー
有機JAS認定を受けた、⾝体に優しいオーガニックティー。

715円カモミール

りんごのような⽢い⾹りで、リラックス効果のあるハーブティー。

ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）

ハーブティー
ハーブの⾹りでリラックス、ノンカフェインティー。

（ホット・アイス）

アールグレイ

柑橘系ベルガモットとジャスミンの爽やかな紅茶。

ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）
715円

ハイビスカス

華やかな⾹りと特有の強い酸味でさっぱりとする飲み⼝です。
フレーバーティー（ドイツ / バイエルン州）

715円

715円ココクッキー

ココナッツと花の⾹りと、ラズベリーの⽢酸っぱさが広がります。
ブレンダー Georg Kroll（ドイツ / バイエルン州）



ソフトドリンク

100％オレンジジュース

100％アップルジュース

350円

350円

抹茶ラテ
愛知県⻄尾産の最⾼級抹茶を
贅沢に使⽤。
抹茶の⾵味際⽴つ、⽢さ控え
めの本格抹茶ラテです。

605円

・贅沢抹茶

シェイク

各 680円

・⾹る焙じ茶

地元菊川産の抹茶を
贅沢に使⽤。

⾼温で焙煎することで
⾹りが引き⽴たちます。

TAKE
　　OUT

TAKE
　　OUT

ベリーティー
ソーダ

570円

TAKE
　　OUT

期間限定！
当店⼈気のベリ－ティーを
⽢酸っぱいソーダで仕上げま
した。



スイーツ ※数量限定

520円

深蒸し茶ロールケーキ

⾒た⽬はお茶畑の畝を
イメージ。菊川産茶葉
をふんだんに使⽤した
ロールケーキ。

630円

抹茶ガトーショコラ

愛知県⻄尾産の抹茶を
贅沢に使⽤した
濃厚な味わいの
チョコレートケーキ。

495円

ソフトクリーム（コーン・カップ）
お⼦様にも⾷べやすいミルクソフトです。
抹茶・焙じ茶パウダートッピング出来ます。

430円

季節の練り切り

上品な⽢さの餡を
包んだ上⽣菓⼦。
季節によって変わる
デザインもお楽しみ
下さい。

TAKE
　　OUT



KYU sweets

千（せん）

1050円

お茶屋なのに、有りそうでなかった急須を使ってスイ
ーツを作りました。お茶×クリームチーズのなめらか
な⼝溶けの新感覚スイーツです。
お茶とのペアリングをお楽しみください。

抹茶 
san gramsブレンド

ペアリングティー

産地 
⻄尾 / 愛知
ふくよかな⾹りと鮮やかな緑⾊、
濃厚な旨みと後⼝には⽢みが残ります。

KYU sweets 単品   535円



テイクアウト TAKE
　　OUT

495円

ソフトクリーム（コーン・カップ）
お⼦様にも⾷べやすいミルクソフトです。
抹茶・焙じ茶パウダートッピング出来ます。

400円

シングル茶

各 668円

シェイク
・贅沢抹茶
   地元菊川産の抹茶を贅沢に使⽤。
・⾹る焙じ茶
   ⾼温の焙煎で、引き⽴つ⾹り。

594円

抹茶ラテ

⽢さ控えめの本格抹茶ラテです。

メニュー表からお選び頂けます。

560円

ベリーティーソーダ
期間限定！
当店⼈気のフルーツティーベリ－を
⽢酸っぱいソーダで仕上げました。


